


発刊にあたって

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」は、内閣
官房及び農林水産省が、「強い農林水産業」、「美
しく活力ある農山漁村」の実現のため、農山漁村の
有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活
性化、所得向上に取り組んでいる優良な事例を選定
し、全国への発信を通じて他地域への横展開を図る
もので、今年度（平成30年度）で５回目となります。

今年度は、中国四国農政局管内で143地区の応募が
あり、「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」とし
て６地区（全国32地区）が選定されました。

さらに、中国四国農政局では、応募のあった地区
の中から、他の地域の参考となるような優良な事例
を、「中国四国農政局『ディスカバー農山漁村（む
ら）の宝』」として15地区選定しました。

また、今年度応募のあった地区の事例について、
その地域での「農山漁村（むら）の宝」として広く
情報発信するとともに、身近な地域の取組として紹
介するため、各県別の事例集を作成しました。
各地域において参考にしていただき、農山漁村や

農林漁業への関心を深めていただくきっかけになれ
ば幸いです。

※「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の情報は、中国四国農政局のホーム

ページ（下記URL）をご覧ください。

http://www.maff.go.jp/chushi/nouson/kaseika/discover.html

平成31年３月

中国四国農政局農村振興部
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「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」について 

 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」とは、「強い農林水産業」、「美しく活力ある農山漁村」

の実現に向けて、農山漁村の有するポテンシャルを引き出すことにより地域の活性化、所得向上に

取り組んでいる優良事例を選定し、全国へ発信するものです。  

 

１．「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第５回選定） 

今回の「ディスカバー農山漁村の宝」（第５回選定）では、平成 30 年６月１日から８月 13 日ま

でに、農山漁村活性化の取組として全国から 1,015 地区（管内からは 143 地区）の応募があり、10

月 17 日に首相官邸で開催された第２回有識者懇談会において 32地区の優良事例が選定されまし

た。 

11月22日開催の選定授与式及び交流会では、選定地区の代表者を首相官邸に招いて選定証を授与

し、内閣総理大臣、農林水産大臣、地方創生担当大臣からの直接の激励や地域リーダー同士の交流

が行われました。また、11月23日には「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」の紹介や選定地区の知

名度向上に資するため、東京都内で選定地区による即売会（マルシェ）が開催されました。 

中国四国農政局管内から優良事例として６地区が選定され、特別賞のチャレンジ賞（農林水産物

とその加工品の輸出に取り組んでいる優良事例）に高知県北川村の「北川村ゆず輸出促進協議会」

が選定されました。  

 

 

 

２．中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」 

中国四国農政局では、管内で応募のあった143地区の中から、他地域の参考となるような優れた

地域活性化の事例を「中国四国農農政局『ディスカバー農山漁村（むら）の宝』」として広く発信

することとし、平成30年11月、中国四国農政局において選定委員会を開催し、15地区を選定しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」交流会 

中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」 

選定地区オリジナルロゴマーク 

 

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」ロゴマーク 
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（１） 全国版選定地区〔管内〕の概要（ディスカバー農山漁村（むら）の宝（第５回選定）） 

おおだ一日漁推進協同組合（島根県大田市） 

●出漁した日の夕方に水揚げした魚が競りにかけられる、この地域ならでは

の漁形態をブランド化し PR。 

●行政と連携し、学校給食に一日漁の鮮魚を多く取り入れてもらう等、魚食

普及に努める。 

●デザインロゴを作成し、ポスターや幟をスーパーや卸売業者に配布。 
 

地美恵の郷みまさか（美作市獣肉処理施設）（岡山県美作市） 

●有害鳥獣の駆除や、ジビエ活用のため、狩猟講習会の開催やジビエ普及イ

ベントを開催。 

●猪肉を活用したコロッケを開発し、学校給食へ提供。 

●企業と連携し、鹿革を使ったクラフト体験の実施や、商品開発を行い、市の

観光等にも寄与。 
 

株式会社瀬戸内ジャムズガーデン（山口県周防大島町） 

●農家や企業と連携し経済循環を造るとともに、U・I ターン者を応援する会

の創設や移住者のアイデアを島の方々と共有し、新たな産業を創出。 

●障がい者と連携し、働く場を提供。 

●多数の農家と連携し、地域性のある多種類のジャムを生産する等、雇用拡

大や耕作放棄地解消に貢献。 

●定住促進協議会や観光協会と連携し、観光交流人口増加を目的とした、ツ

アーやイベントを企画。 
 

加茂谷元気なまちづくり会（徳島県阿南市） 

●都市部での就農誘致イベントに住民自らが出展し、地域を PR。 

●短期体験ツアーの企画運営、都市部の大学生の農業インターンシップの受

入れ等、移住・定住を促進。 

●移住者への個別相談会を開催し、生活面から営農指導までトータルサポー

ト。 

●スーパーでのインストア販売による６次産業化に取り組む。 
 

企業組合 遊子川ザ・リコピンズ（愛媛県西予市） 

●出荷できず破棄されていた規格外トマトを活用し、加工品の商品開発

を開始。 

●併設した農家レストランで地域で採れる旬の野菜やトマトを使った加

工品を提供。また地域のコミュニティの場としても提供。 

●地域の雇用を創出するとともに、トマトオーナー制度、移住体験ツア

ーも実施する等、地域活性化に取り組む。 

 

北川村ゆず輸出促進協議会（高知県北川村） 特別賞受賞（チャレンジ賞） 

●北川村ゆずの価格平準化及び販売拡大を目的として、海外編の販路を求め輸

出促進協議会を設立。 

●フランスで開催されたゆず賞味会により、現地での青果の要望が高まり、世

界初となる EU への「青果ゆず」の輸出を開始。 

●輸出拡大により国内外の販売価格も向上し、平均年齢 70 歳となる生産者の

意欲が向上。 

地元イベントでの「一日漁」PR  

ジビエ加工品等の開発  

地域を巻き込んだ６次産業商品 

移住就農希望者への農業体験ツアー 

トマト酢をベースに製造販売中のトマト加工品 

SIAL2012(ﾊﾟﾘ)への青果ゆず出展 
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（２） 地方版選定地区の概要（中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」） 

JA 鳥取中央あぐりキッズスクール（鳥取県倉吉市） 

●親子での田植え、稲刈り、はで掛け、餅つき、しめ縄作りなど農業

体験を毎月実施。 

●生産者の協力も得て、地域の農産物、選果場の施設見学のほか、特

産品での加工品作りなど、幅広いカリキュラムを地域ごとに分けて提

供。 

●地元農業高校（倉吉農業高校）と連携し、生徒が年間を通じてあぐ

りキッズスクールの補助員として協力。 

 

 

えーひだカンパニー株式会社（島根県安来市） 

●ドローンを導入して、水稲防除作業を請け負い、地域内雇用を創出。 

●地元の女性等が地場産野菜等を使い、着色料、保存料不使用の安全安

心なドレッシングを開発し販売。地場産の米や小麦による米ゲル商品や

パンの商品開発も進行中。 

●定住促進として、パンフレット「えーひだ定住 BOOK」を作成し、移住

者の誘致活動を実施。 

 

 

一般社団法人宇治雑穀研究会（岡山県高梁市） 

●高齢者でも比較的手軽に取り組みが可能なもち麦（キラリモチ）の栽

培を始め、平成 29 年からは、有利販売のための「特別栽培」を開始。 

●平成 29 年には、もち麦の加工品開発により、「もち麦ビール」の委託

醸造、販売を開始。 

●地元高校生と連携した農業体験の実施やもち麦の利用方法の協働研究

を行う。 

 

 

周防大島町体験交流型観光推進協議会（山口県周防大島町） 

●平成 20 年から主に中高生の修学旅行の誘致を開始。 

●農業・漁業の担い手が、ホームステイの受入家庭や体験のインストラ

クターになり、みかん栽培や、いわし網漁等を都市部の生徒等に体験し

てもらう活動を実施。 

 

 

静食品株式会社（山口県下関市） 

●ジビエセンター開設と同時に指定管理業者としてイノシシ・シカの処

理を開始。 

●施設で解体したジビエを自社で食肉加工し、ウインナー等加工品を製

造販売。 

●ジビエのブランド化による販路拡大を目指し、ポスターによる啓発

や、地元を始め、首都圏での販売促進を強化。 

 

 

野菜ドレッシング 

栽培を体験する地元高校生 

みかんの収穫 

長州ジビエのくんせい・ウインナー 

手植えによる田植え体験 
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株式会社６３Dnet（山口県長門市） 

●地域の農家から農産物を集荷し、道の駅などに卸売を開始。 

●直販店舗「LaLa フラン」を開店。地域農産物や加工品を販売。 

●平成 29 年、道の駅内に「ララベーカリー」をオープン。県内産の

小麦粉など地元食材を優先的に使った商品を販売。 

 

 

有限会社グリーンハウス（山口県山陽小野田市） 

●地元高校や県立農業大学校と連携を密にし、職場研修の受入れや採用

に係る募集活動を積極的に行うなど若者の働く場づくり。 

●ハウス面積の拡大を行うとともに、ASIAGAP を取得し、売上の向上や

職場環境を改善。 

●女性活躍に向けた働きやすい職場環境の整備（産前産後休暇やパート

から社員への登用等）など女性労働環境の改善。 

●小学校の社会見学や中学校の職場体験、農業高校のインターンシップ

を積極的に受入れるなど地域教育の実施。 

 

 

はーとふる川内株式会社（徳島県北島町） 

●障害者就農を目的とした農園（大型ビニールハウス）で中型トマトを

水耕栽培。 

●生産したトマトは、企業グループ社員食堂で利用、徳島生協、ショッ

ピングセンター等で販売。 

●ドライトマトは、企業や福祉施設で就労する障がい者が連携してトマ

トの生産、加工、販売を実施。 

●「とくしま安 2GAP」認証を取得し、障がい者が安心して働ける作業環

境を整備。 

 

 

株式会社阪東食品（徳島県上勝町） 

●当初は主に香港・上海等近隣のアジア地域への輸出を目的に活動。 

●上海へポン酢を初めて輸出。 

●ヨーロッパの展示会に参加し、ゆず果汁を中心に PR 。 

●和の柑橘に海外での定着と自社及び徳島県の柑橘のブランド力アッ

プを目指し活動を展開。 

 

 

小豆島食材開発会議（香川県小豆島町） 

●「小豆島長命草の会」（生産者）が、醤油粕やオリーブ堆肥を施用す

る試験栽培を行い、栽培技術を確立。 

●小豆島食材開発会議に参加する食品企業・団体が７つの新商品を開

発・販売。 

●香川大学等で栄養価や機能性を調査。 

●島内産のイベント、展示・商談会へメンバーの企業、農家、普及セン

ターなど一丸となって参加し、長命草及び開発した新商品の PR を実施。 

 

地元野菜を地元で販売・購入できる場の提供 

女性パートによる調整作業の様子 

商品化されたドライトマト「愛さんさん」 

パリサロンドショコラにてフランスパートナーと 

長命草の PR 展示会出展の様子 
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山南営農組合農村レストラン部会（香川県三木町） 

●地元の減農薬栽培のお米や野菜、猪肉ハンバーグがメインの山鯨御膳

を提供。姑クラブがメンバーに加わり、昔ながらの山菜料理、郷土料理

を提供。餅やおせち料理の予約販売も好評。 

●ブランド化を目指した米や採れたての旬の野菜の他、希少糖（レアシ

ュガースウィート）を活用した椎茸佃煮やイチジクジャムを製造し、直

売や出稼ぎ営業を実施。 

 

 

五名活性化協議会（香川県東かがわ市） 

●里山整備に伴って出る木材を、しいたけの原木や薪、炭などに加工

し販売。獣害対策で捕獲したイノシシも食肉加工し、五名ジビエとし

て販売。 

●移住希望者と地域の人との交流の場を設け、五名への移住を地域全

体で支援。 

●五名女性部が中心の産直市「五名ふるさとの家」を運営。 

●五名三大祭りの開催。 

 

 

泉谷地区棚田を守る会（愛媛県内子町） 

●年間 10～15 組の棚田オーナーと交流。また、地元案内人と棚田巡

り、地元食材を楽しむツアー（うちこみそぎ自然浴ツアー）を開催。 

●学生が作業を手伝い、労働の対価として米を支給する「奨学米制

度」に取り組む。 

●自治会でコミュニティカフェ、宿泊所を整備し、「泉谷の宿 花穂

（かほ）」をオープン。 

●宿泊施設を活用し、移住者見学ツアーを実施。 

 

 

入河内大根のこそう会（高知県安芸市） 

●共同圃場（２ａ）を設け、会員が共同で栽培。収穫体験や料理の体験

交流などにより、まちとむらの交流を促進。 

●野菜ソムリエ等を通じて、県内有名レストラン、料亭等に提供。 

●地元の指定管理者の温泉施設と連携し、「入河内大根」をメニュー

化。 

●量販店や市場を通じた販路の拡大。 

 

 

株式会社サンビレッジ四万十（高知県四万十町） 

●経営の安定化に向け土地利用型園芸作物（ショウガ、サトイモ）を導

入。規模拡大など経営の複合化に取り組む。 

●若い従業員５名の育成、集落内の女性８名を臨時雇用するなど、人材

育成と雇用を創出。 

●環境に配慮したソーラーシェアリング、渡り鳥のえさ場とする冬季湛

水、農道への梅の木の移植など多面的機能の増進。 

地域の特産品を加工して販売 

いのしし祭りで五名イノシシ肉の PR・販売 

収穫体験後の調理交流 

四万十の野菜を直売 

内子みそぎ自然浴ツアーの豊年おどり 
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① 2017503
周防大島
町

周防大島町体験交流型観光推進協議
会

農泊
農林漁業・農山
漁村文化体験

食育・教育

② 2018501 長門市 株式会社６３Dnet
地元食材の
提供・活用

６次産業化
企業・地域住民・
大学との連携

③ 2018502 光市 里の厨事業協同組合
農林漁業・農山
漁村文化体験

－ －

④ 2018503 萩市 株式会社三見シーマザーズ
地元食材の
提供・活用

雇用 医療・福祉

⑤ 2017502 長門市
特定非営利活動法人ゆや棚田景観保
存会

自然・景観・
伝統・継承

食育・教育
地元食材の
提供・活用

⑥ 2017505 美祢市 株式会社さんまいん 食育・教育 ６次産業化 医療・福祉

⑦ 2018504
山陽小野
田市

有限会社グリーンハウス 食育・教育 雇用
女性・高齢者
の活躍

⑧ 2017507 下松市
下松市都市農村共生・対流推進協議
会

食育・教育 ６次産業化 －

⑨ 2017506 山口市 株式会社木原製作所 ６次産業化
企業・地域住民・
大学との連携

女性・高齢者
の活躍

⑩ 2018505 山口市 農事組合法人神友会 農泊 インバウンド
農林漁業・農山
漁村文化体験

⑪ 2018506 山口市
特定非営利活動法人ほほえみの郷ト
イトイ

地元食材の
提供・活用

企業・地域住民・
大学との連携

女性・高齢者
の活躍

⑫ 2018507 柳井市 農事組合法人ウエスト・いかち
自然・景観・
伝統・継承

地元食材の
提供・活用

６次産業化

⑬ 2017513 周南市 八代南土地改良区
自然・景観・
伝統・継承

６次産業化 －

⑭ 2017504 阿武町 農事組合法人木与なぎさファーム
農林漁業・農山
漁村文化体験

自然・景観・
伝統・継承

地元食材の
提供・活用

⑮ 2018508 山口市 株式会社秋川牧園
自然・景観・
伝統・継承

その他（国産飼料の
活用、堆肥の循環
を含めた耕畜連携）

－

⑯ 2018509 阿武町 農事組合法人うもれ木の郷
自然・景観・
伝統・継承

６次産業化
女性・高齢者
の活躍

⑰ 2018510 周南市 須金ぶどう梨生産組合
国内観光客の

誘致
農林漁業・農山
漁村文化体験

移住・定住

⑱ 2017512 下関市 静食品株式会社 鳥獣被害防止
地元食材の
提供・活用

６次産業化

⑲ 2018511 山口市 山口おいでマルシェ実行委員会
農林漁業・農山
漁村文化体験

６次産業化
女性・高齢者
の活躍

⑳ 2018512 長門市
特定非営利活動法人ゆうゆうグリーン
俵山

農泊
自然・景観・
伝統・継承

医療・福祉

㉑ 2017508 防府市 地域活性化研究協議会
自然・景観・
伝統・継承

女性・高齢者
の活躍

学生・若者の
活躍

㉒ 2017511
周防大島
町

株式会社瀬戸内ジャムズガーデン
国内観光客の

誘致
移住・定住 ６次産業化

※　参加証コードは、中国四国農政局「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」選定委員会が応募団体に発行する「参加証」に記載される番号です。

※　参加証コードは、応募受付順で付与しております。

「ディスカバー農山漁村（むら）の宝」（第５回選定）　応募団体　一覧　（山口県）

Ｎｏ. 選定地区 参加証コード※ 市町村 団体名 該当する取り組み
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下関市

下関市

下関市

宇部市

山口市

萩市

萩市 萩市

防府市

防府市

下松市

下松市

岩国市

光市

光市

長門市

柳井市

柳井市

美祢市
周南市

周南市
周南市

周南市
山陽小野田市

周防大島町

和木町

上関町

上関町

上関町

田布施町

平生町

阿武町

応募団体位置図（山口県）

14

9 8

2
5

13

11

3

7

4

12

10

1

6
15

16

17

18

19

20

21

22
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周防大島町体験交流型観光推進協議会

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周防大島町

すおうおおしまちょう

すおうおおしまちょう

１

○体験交流型観光で、町の基幹産業で
ある農業や漁業などの１次産業と観
光交流を結びつけた新たな産業につ
なげるため、平成20年から周防大島
町体験交流型観光推進協議会を設
立し、体験型教育旅行の誘致を開始。

○平成20年から主に中高生の修学旅行
の誘致を開始。
○農業・漁業の担い手が、ホームステイ
の受入家庭や体験のインストラクターに
なり、みかん栽培やいわし網漁等を都
市部の生徒に体験してもらう活動を実
施。

全国でも同様の取組みがあるが、田舎の営みをそのまま提供していくことが独自色に
繋がると考えている。若者に周防大島を知ってもらう絶好の機会と捉え、リピーターや
情報発信者に発展していくよう、体験交流を通じて地域の魅力をＰＲしていきたい。

○体験提供で得られた対価は、体験インストラクターの副収入となっており、農家・漁家
の所得向上に寄与。
○地域住民には元気や生きがいを、生徒には農漁業の現状や大切さを実感してもらう
場を提供。
○修学旅行で受け入れた学生数は2,438名から4,114名に、受け入れた学校数も18校か
ら30校に増加（H25→H29）。

～ 体験型修学旅行で交流人口の増加を目指そう ～

農林漁業・農山
漁村文化体験

食育・教育農泊

URL：http://www.taiken-suo-oshima.net/ 大島郡周防大島町久賀5134 Ｔｅｌ：0820-79-1003

ホームステイ先でのみかん収穫体験

地元の魚を使った
家庭料理体験

ホストファミリーとの
お別れ
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山口県長門市

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

２

○より効率よく６次産業化を実現し所得向
上を目的として、農家が出資し地域の異
業種事業者に声をかけ、平成25年に協
同組合を設立。
○平成27年７月、協同組合は「63Ｄnet」
を分社化し、これまで脆弱だった農産物
と加工商品の販売部門を強化。

○地域の農家から農産物を集荷し、道の
駅などに卸売を実施。
○直販店舗「LaLaフラン」を開店。地域農産
物や加工品を販売。
○平成29年、道の駅内に「ララベーカリー」
をオープン。県内産の小麦粉など地元食

材を優先的に使った商品を販売。

長門市西深川2608番地2 Ｔｅｌ：0837-22-4671

○農家と異業種事業者で共同事業を行うことで、農産物の商品開発・加工が安価で容易
となるとともに、６次産業化に不可欠な販売を共同展開することで、販路拡大が実現。
○直営店舗を道の駅内にオープンしたことで売上が1,894万円から6,412万円に増加
（H27→H29）。

新規就農から販売まで地元農家を総合的に支援

企業・地域住民・
大学との連携

地元食材の
提供・活用

～地域連携した6次産業化による新たな農業～

山口県産小麦使用の
パン屋「ララベーカリー」

地物野菜直販店舗
「ＬaＬaフラン」

今後、協同組合が運営する６次産業化支援施設（ながとラボ）と連携し、6次産業化の
実現に取組み、魅力ある新たな農業ビジネスモデルを確立したい。また、開発した新商
品の販売や、地域農産物の販路拡大に取組み、農家所得の向上に貢献したい。

ながとし

6次産業化

株式会社 ６３Ｄnet
ろくさんでぃーねっと
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里の厨事業協同組合

らっかせいの収穫 スイーツづくり教室

経 緯

○地域農業が抱える様々な課題や
問題点を解消し、地域から元気を
発信したいと、地元生産者により
協議会を設立。

〇農産物販売をパイロットショップで
４年間実証し、平成23年に直売所
を中心とした総合販売施設を整備
し、平成25年に協議会を協同組
合に移行し運営を開始。

取組内容

〇販売所（里の厨）として、旬の農産物にこだ
わり、良質な農産物等を販売し、地域の活
性化に繋げる。

〇生産者への栽培講習会等により技術向上
に繋げ、お客様目線での農産物の生産、販
売に取り組む。

〇総合販売施設の農業体験、加工品づくり体
験、調理体験教室は人気のイベントとなっ
ている。

活動の効果

〇農業体験イベントは市の広報で情報発信され、早期に定員が達するなど、来店客が
増加し、売上げも伸びている。

〇イベントは、市外にも幅広く認知され、来店客が増え、顧客満足度のアップに繋がっ
ている。

〇新たな地域産業の創出や農業に対する理解を深めることで光市の一次産業（農業）
に活力を与えるとともに、地域から元気を発信している。

光市束荷2391-19 Ｔｅｌ：0820-49-0831

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県光市

平成３０年は明治維新１５０年となり、近くに伊藤博文公の生家と記念館があり、伊
藤公関係施設とのイベントの共催を行っています。
あらゆるメディアを通して、情報発信を行っていきたい。

～新鮮でおいしい安心市場～

さと くりや

農林漁業・農山
漁村文化体験

ひかりし

３

URL：http://satonokuriya.jp/
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株式会社 三見シーマザーズ

鯖島食堂の定食は人気高齢者宅へのお弁当・お惣菜の宅配

経 緯

○ 漁協女性部が毎年開催している
イベントで、一人暮らしの高齢者
の方が毎日の食事にとても困って
おられることを知りました。

〇 地域の食材を生かしたお弁当を
高齢者に宅配したら喜ばれるので
はないかと思いつき、女性部の有
志で平成18年に三見シーマザー
ズを立ち上げました。

取組内容

○ 地元食材で作った弁当を一人暮らしの高
齢者へ配達。訪問により体調面もフォロー。
市の食事指導と連携し、食事がとれていな
い高齢者の方にお弁当を配達。

〇 道の駅「萩・さんさん三見」でレストラン「鯖
島食堂」を運営。地元の新鮮な魚や野菜を
使った定食は人気メニュー。

〇 毎年、地元の小中学生を対象に料理教室
を実施。また、「食育の推進」を目的に、利
益の一部を地元の小中学校に寄付。

活動の効果

○一人暮らしの高齢者が、安心して暮らせる地域になりました。

〇「鯖島食堂」は固定ファンがつき、年間５万人以上のお客様が県内外から来店され、
レストラン・加工品の売り上げが１０年間で約２０倍になりました。

〇鯖島食堂の従業員１７人は、全員三見地域から雇っています。三見では働く場所
がほとんど無いため、貴重な働き場所になりました。

萩市三見3103-11 Ｔｅｌ：0838-27-0206

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県萩市

〇今後も、お弁当やお惣菜の製造・宅配を続け、新商品も開発したい。
〇みんなで見守りあう、いくつになっても生き生きと暮らせる三見地域を目指します。

～海の幸で地域に笑顔を賑わいを～

さんみ

医療・福祉
地元食材の
提供・活用

はぎし

４ 雇用
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特定非営利活動法人 ゆや棚田景観保存会

経 緯

○ 全国棚田100選の選定地域であるが、
高齢化・過疎化が進行し、耕作放棄地
が増え棚田景観の維持・保全が困難。

○ 長門市棚田保護条例が制定され、地
域での６次産業化やグリーンツーリズム
への気運の高まりをきっかけに設立。
棚田保全計画を策定し、棚田景観の保
全・継承に取り組む。

取組内容

○ グリーンツーリズムの拠点として、廃
校となった小学校校舎を活動の中心
に、棚田耕作放棄地を無償で借り受
け、管理田として、保全活動を実施。

○ 夏休み宿題お助けツアーで、小中学
生を対象とした体験教室を開催。

○ 女性部による毎月第２、第４日曜日
に小学校での交流カフェ開設。

活動の効果

○ 失われかねない自然景観など、地域資源の保全を地域住民参加により、実施する
ことで、地域の和が生まれた。

○ 棚田や廃校などの地域資源を活用したイベントを行い、都市住民と農村の交流を
促進する事で、地域の活性化が図られた。

○ 交流カフェの開設で、高齢者が集まれる場所として、健康福祉へ寄与。

長門市油谷後畑1766番地 Ｔel：事務局0837-32-2056

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県長門市

夏休み宿題お助けツアー塩づくり教室耕作放棄棚田でのいも堀体験

～ゆや棚田 魅せて! 教えて! とりこにさせて!～

ながとし

食育・教育

過疎・高齢化の進む地域ではあるが、地域を元気にするためにも、都市住民との交
流事業や特産品の開発等、活動が後退することのないようミリ単位でも前に進む活動
に取り組んでいきたい。
平成31年には長門市で全国棚田サミットを開催予定

地元食材の
提供・活用

自然・景観・
伝統・継承

URL：http://member.hot-cha.tv/~yuya-tanada/top.html

５
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株式会社 さんまいん

小学校の社会見学、職場体験の様子 休耕田に堆肥として廃菌床を投入し、ジャンボニン
ニクを栽培

経 緯

○元々は精密機械の製造加工を行う
会社であったが、リーマンショックを
機に社員の雇用と継続的な発展を
考え、平成２３年から新規事業とし
て保冷コンテナを活用した菌床椎
茸の通年栽培を開始。

○平成２７年１月、キノコ類の栽培、
加工及び販売を主業務とした、株
式会社さんまいんを設立。

取組内容

活動の効果

○マスコミからの取材も多く、知名度が向上。これにより、農家、企業、福祉分野、海外
からの視察も増え、弊社の取組に対する理解者・協力者が増加。

〇未利用品を活用した各種商品について各種メディアで取り上げていただくことは、記
事としての価値もあることが実感でき、商品開発への自信にも繋がっている。

〇地元小学校の社会科副読本に、６次産業化の事例として活動が記載。

美祢市美東町大田5392番地4 Ｔｅｌ：08396-2-0015

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県美祢市

椎茸栽培を中心として派生する農業や地産材と連携した栽培ユニットをつくり、その
地域や生産者（農家、障害者、海外）の特性を活かしたコンサルティングの出来る会社
を目指します。

み ね し

～「さんまいん」は地域を元気にする合言葉！～

６次産業化 医療・福祉食育・教育

○小中学校の社会見学や職場体験、大学
生のインターンシップの受け入れ、また講
演等の活動を通して農業の活性化を推進。

○加工時に廃棄していた椎茸の柄を活用し
て「ふりかけ」を開発するなど、未利用品
を有効活用した新たな商品を随時提案。

○廃菌床と休耕田をマッチングさせた「ジャ
ンボニンニクの栽培」の提案と実践。

○就労支援施設と連携し、栽培や袋詰め等
の出荷業務を実施。

６

URL：http://sunmine.co.jp
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有限会社グリーンハウス

新築した包装センターと若手社員 女性パートによる調整作業の様子

経 緯 取組内容

○地元高校や県立農業大学校と連携を密に
し、職場研修の受入れや採用に向けた募
集活動を積極的に実施。

〇パート職員はすべて女性（27人）であり、小
ネギの選別、計量、袋詰めなど、手先の細
やかさ、丁寧さ、忍耐力を求められる地道
な作業を担い、同社の経営に貢献。

〇地元小学校の社会見学や中学校の職場体
験、農業高校のインターンシップなどを積極
的に受入れ。

活動の効果

○農業大学校等からの就職希望が継続的にあり、毎年計画的に数名ずつ採用。
〇平成29年度に『WAP100（農業の未来をつくる女性活躍経営体100選）』に選ばれるな
ど、女性が働きやすい職場環境の整備は、会社のイメージアップにもつながり、ここ
数年で、地元の子育て世代の若い女性パート職員が9名増加。

〇小学校の社会見学や中学校の職場体験等の受入れなど、地域教育へ取り組んだ結
果、農業の道を志す若者も増加。

山陽小野田市大字西高泊3608番地 Ｔｅｌ：0836-83-0479

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山陽小野田市

昨年11月に県内第1号となる『ASIAGAP』のVer.2を取得し、現在、東京オリンピック・
パラリンピックでの食材提供を目指している。

～ネギパワーで職場に笑顔を、地域を笑顔に！～

女性・高齢者
の活躍

食育・教育
さんよ う おのだ し

７ 雇用

○米や麦などを中心とした経営から、
より収益性の高い品目として、平
成4年からハウスで小ネギの栽培
を開始し、平成6年に「（有）グリー
ンハウス」を設立。

○経営規模の拡大に際しては若者
や地元の女性パートを積極的に
雇用し、現在は「おのだネギ三昧
（商標登録）」として、県内や首都
圏へ出荷中。

URL:http://negizanmai.web.fc2.com
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下松市都市農村共生・対流推進協議会

おいでませ山口館（東京都）前での下松市PR 来巻にんにく振興フェア（農業公園秋まつり）の模様

経 緯

○下松市来巻地域では、農業従事者の
高齢化や担い手不足、耕作放棄地の
増加等の問題が山積み。

〇農業振興拠点施設「下松市農業公園」
を中心に施策展開を図り、平成26年
「下松市都市農村共生・対流推進協議
会」を立ち上げ、「来巻にんにく」の特
徴を活かした特産品の開発により地域
の活性化に取り組む。

取組内容

〇「来巻にんにく」認知度向上に向け、親
子の来巻元気ポタージュのアレンジレ
シピの調理体験、農業公園秋まつりで
イメージキャラクター「ガーリッくん」のイ
ベントの開催や特産品を販売。

〇新たな「ガーリックオイル」の試作、県
内外への来巻にんにくやその特産品の
ＰＲ活動を実施し、原料であるにんにく
の植え付けにも取り組む。

活動の効果

○本事業に取り組むことでマスコミにも多く取り上げられ、学校給食にも特産品（焼き
肉のたれ）が使用されるなど、下松市民にも来巻にんにくが市の新しい特産品として
定着してきている。

〇県内外などさまざまな場所でＰＲ活動することによって、来巻にんにくや特産品の知
名度が向上し、売上もアップしている。

下松市中央町21番3号 Ｔｅｌ： 0833-45-1192

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県下松市

市や農協と連携し、生産者や農地を確保し、来巻にんにくの知名度向上に取り組み、
県内外への販路ルートの構築・拡大を行う。
更なる地域の活性化に向け、来巻にんにくやその特産品を中心とした取組を展開。

～来巻にんにくパワーが産み出す連携と活力～

くだまつし

食育・教育
くだまつし

８ 6次産業化

くるまき

URL:http://kurumaki-ninniku.jp/
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弊社は乾燥機メーカーの枠にとどまることなく、乾燥加工を通じた６次産業化商品開
発支援に取り組むことで、地域産業の振興に貢献することを目指しております。ご来社
も大歓迎ですので、お気軽にお声かけください。

株式会社 木原製作所

開発商品の合同販促体験 国際乾燥学会で事例発表

経 緯 取組内容

○ドライフルーツに加え、漢方薬原料、和紙、パ
ン、花のふりかけ、カレーと、従来の乾物のイ
メージを覆す多彩な利用方法・商品を開発。

○企画立案、乾燥技術の提供、試作品開発、
パッケージデザイン提案、保存・販売方法の
アドバイス、商標登録実務までを無償で行い、
市内の事業者の商品開発をサポート。

活動の効果

〇7年間の活動で延べ15件の事業者（企業グループ、JA女性部、商工会青年部など）の商品開発を
サポートし、乾燥・加工技術を地域資源として開発した商品は、様々なメディアで紹介され、少量多
品目の市内1次産品、産官学の多様な連携事例、山口市の農山漁村振興策を積極的にPRしてき
たことが地域活性化へ繋がっている。

〇平成24年、農林水産大臣より機械メーカーでは全国初となる「ボランタリープランナー」任命。
平成27年には、皇太子殿下御視察の他、世界42か国300名の乾燥技術研究者に対し国際論文と
して当事業を学会で発表し、海外からも注目を集めた。
平成29年には、かんぶつプロジェクトの取り組みを含め「はばたく中小企業・小規模事業者300社」
に選定された。

URL：http://www.kiharaworks.com/ 山口市秋穂西3106-1 Ｔｅｌ：083-984-2211

応募団体からのアピール・メッセージ

～国内初・乾物プロジェクトで“地域”創生！～

女性・高齢者
の活躍

企業・地域住民・
大学との連携山口県山口市

やまぐちし

６次産業化

きはら

９

○平成22年、「乾燥技術」を地域資源として
活用し、複数団体とのドライフード商品開
発を通じて圏域ブランドの構築を市に提案。

○平成23年「山口から“Kanbutsu”を発信。」
プロジェクトが、乾燥食品の開発販売を軸
とした国内初の地域振興事業として採択さ

れ、本格的な活動を開始。
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農事組合法人 神友会

景観作物（シバザクラ）の絵文字 大学生の農業体験学習

経 緯

○十種ヶ峰のふもとに位置する神角
集落では、神角の自然と地域を守
ることを目的として、農事組合法
人「神友会」を立ち上げた。

○集落の夢プランにより当該集落に
おける農業や暮らしの良さを若い
世代に伝承するため、学生や子
供達との交流など様々な取組を
実践している。

取組内容

○神友会女性部が主催する「サロン」で、集落
で採れたお米や野菜を使った昼食を振る舞
い、おしゃべりなどの憩いの場所を提供し
ている。

○大学生との交流を実施。山口大学の学生
が田植えや稲刈り作業を行い、学生の農業
に対する理解を深めた。

○中学生の農家民泊を実施。農作業体験、
農産物の収穫を行った。

活動の効果

○女性部が主催する「サロン」を月一回開催をしているが、高齢者は開催を心待ちにし
ており、一人暮らしの人も毎回参加し、地域の交流が図られている。

○インバウンドの受け入れを行い、タイからの観光客に浴衣の着付け体験、地元農産
物を使った料理を堪能してもらった。言葉が通じず身振り手振りでのコミュニケーショ
ンではあったが、楽しい時間を過ごすことができた。

山口市阿東徳佐下3546 Ｔｅｌ： 083-956-0333

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山口市

大学生の農業体験学習、中学生や高校生の農家民泊、都市部の子供達の田舎体
験交流などを精力的に行っていき、いずれは定住者が増えることを目標にしています。

～おもてなしの神角笑顔あふれるヤマシャクの里～

農林漁業・農山
漁村文化体験

農泊

しんゆうかい

10 インバウンド
やまぐちし
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特定非営利活動法人ほほえみの郷トイトイ

移動販売車の様子 地域食堂の食材作り 子供たちと田植え

経 緯

○平成２２年に地区内唯一のスー
パーが撤退したことで、買い物問
題と地域コミュニティの低下が発
生した。

○住民アンケートを実施し、地域づく
り協議会を中心に協議を重ね、地
域拠点を中心とした将来構想「ほ
ほえみの郷構想」による住民合意
を図り、持続可能な地域の仕組み
づくりに取り組んでいる。

取組内容

○ミニスーパーや移動販売車による食料品・
日用品の販売を行っている。

○農業体験を通じて子供たちが野菜の作り方
など地域に伝わる農業の知恵を受け継い
だり、農業への関心や食の安全について考
える機会を提供している。

○地元食材の活用と高齢者の孤立防止や子
供の居場所づくりを目的に「地域食堂」を
オープン。

活動の効果

○地域拠点ほほえみの郷トイトイの存在が地域ニーズの集約だけでなく地域課題の解
決に住民が主体的に参加できる仕組みを実現したことで、住民の意識が変わり地域
の未来に対するモチベーションが向上した。

○地域住民が笑顔で前向きに課題に向き合う姿が、農村コミュニティの良さを引き出し
たことで、都市部からも魅力的な地域という評価が高まっている。

山口市阿東地福上1886‐1 Ｔｅｌ： 083-952-1800

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山口市

人口が減少しても、安心して笑顔で暮らし続けること、広大な農地の保全を可能にす
ることなど、SNS等を活用した情報発信や他地域の交流により広げていきたい。

～地域の絆で笑顔あふれる安心の故郷づくり～

女性・高齢者
の活躍

地元食材の
提供・活用

11 企業・地域住民・
大学との連携

さと

やまぐちし
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農事組合法人 ウエスト・いかち

経 緯

〇平成18年に「農地を守ること」「生産
性を向上させること」「地域の特産品
を作ること」を経営理念として設立。
〇大型の農業機器による効率的な耕
作に加え、平成25年には農産物加
工所を開設し、農産物の加工・販売
を開始。
〇平成22年から「キャベツ祭り」、平成
26年から明治大学からファームス
テイの受入を開始。

取組内容

〇法面へのシバザクラ植栽、休耕田を利用し
たコスモス栽培により、農村集落の景観を
維持。

○農産物の加工・販売により高齢者や女性
の就労環境を改善するとともに、県内女性
起業ネットワークへ参加。

○大学生のファームステイ受入や学園祭で
の加工品の販売、自らが主催する「キャベ
ツ祭り」や市内の都市農村交流施設での
農産物販売を通じた地域活性化。

活動の効果

〇シバザクラによる農村集落の景観の維持は、地域のみならず都市と農村の交流に
寄与し、 「やまぐち農山漁村女性起業ネットワーク」認定商品にも選ばれ、ブランド力
を向上させた四つ葉グループの商品や「キャベツ祭り」によって、地区外からの来訪
者の増加は、地域の活性化と法人経営の安定に繋がっている。
○ファームステイで受入れた明治大学生の農業体験や学園祭での販売を通じて、地域
が活性化するとともに、地域の農産物のＰＲにも繋がっている。

URL: http://westikachi.jp/ 柳井市伊陸7446-4 Ｔｅｌ：0820-26-0780

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県柳井市

大学生のファームステイ受入をきっかけとした都市部との交流は、地域の活性化に繋
がり、伊陸の美味しい農産物を知っていただけました。また、毎年２月に開催している
「キャベツ祭り」は、豚汁試食、旬のキャベツを始めとした伊陸の冬野菜、手作りの大
豆コロッケ、寿司、炊き込みご飯の販売などが好評をいただき、地区内外から多くの来
訪者で大盛況となっています。皆様も是非お越しください！

～法人と地元でつくる里づくり～

６次産業化
やないし 地元食材の

提供・活用
自然・景観・
伝統・継承

景観作物（シバザクラ）の作付け 大学生のファームステイ女性部による農産物の加工・販売

12
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八代南土地改良区

八代へ渡来したナベツルの家族 県内外のボランティアと共に行うツルのねぐらづくり

経 緯

○周南市八代は、本州唯一のナベヅル
の渡来地であるが、餌場となるほ場
が荒廃し、ナベツルが減少。

○ツル保護とともに地域の人々が心豊
かにくらす「ツルと人･共生の里」再生
構想の一環として、地域の農業を支
え、ツルに優しい農業を推進していく
ため、八代南土地改良区を中心に地
域の合意を形成。

取組内容

○ほ場整備にあたり、生態系保全型水路
やツルの歩きやすい法面傾斜の導入、
ツルの渡来する時期に工事をしない等、
ツルの生態に最大限配慮し実施。

○冬期湛水、無農薬･無化学肥料による作
付けや堆肥を活用した循環型農業で米
を生産する等、ツルの生態に配慮した営
農に取り組む県内唯一の地域。

活動の効果

○冬期湛水栽培や無農薬・無化学肥料などの取り組みにより、地域の米の評価が高
められ、八代産酒米を使用した日本酒なども高い評価を受けている。

○小学校と連携して実施している生きもの調査では、きれいな水質と餌が豊富な環境
でないと生息が難しい生物等が確認される等、ツルと共に歩む農業によって豊かな
自然環境が守られている。

周南市大字八代1902番地の1 Tel : 0833‐91‐0175

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周南市

～「ツルと人・共生の里」再生構想の具現化をめざして～

やしろみなみ

６次産業化
しゅうなんし13 自然・景観・

伝統・継承

周南市の定住促進事業を活用し、地区内外から定住する農業後継者の発掘・育成を
推進し、 「ツルと人に優しい安心・安全な農産物の生産」を基本に、規模拡大、品質向
上、コスト削減を図り、６次産業化、女性の雇用などを視野に入れ活動していく。
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農事組合法人木与なぎさファーム

「田植え体験」で棚田の魅力をＰＲ

経 緯 取組内容

活動の効果

阿武郡阿武町木与667 Ｔｅｌ：08388-2-2512

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県阿武町

地域の有志で行う農地・道路・水路清掃活動

あぶ ちょう

～江戸からの継承、伊能忠敬の恵みを今に！～

自然・景観・
伝統・継承

棚田から見る夕日と美しい農村集落の景観は、木与の宝です。

「やまぐち棚田２０選」にも選定されている木与の棚田を後世に引き継ぐため、法人を
中心に農地保全に取組んでいます。

〇 集落一体となった農業生産活動により、
集落の農地保全。

〇 ブランド米「木与なぎさ米」 （海からの潮

風と、海水散布によるミネラルたっぷりの
お米）や海水を葉面散布した青ネギの生
産・自主販売。

○ 棚田法面へのシバザクラの植栽、集落
内水路への鯉の放流、花壇の整備等、
集落の景観形成。

農林漁業・農山
漁村文化体験

地元食材の
提供・活用

〇 木与の棚田は、急峻で生産性の低
い段々畑であったが、偉大な測量家
「伊能忠敬」が測量し、水田にするた
め取水口・水路・排水口等の設計が
行われ、米の生産が可能となった。

〇 平成22年「木与集落の明日の農業
を考える会」立ち上げ。

〇 平成23年「農事組合法人木与なぎ
さファーム」を設立。

〇 機械の共同化、無人ヘリによる共同防除体制の確立、農地外周への獣害防止柵の
設置等、集落一体となった活動が実施でき、地域の農地保全が可能となった。

〇 農業者、非農業者、女性、若者等を含めた地域のコミュニケーションの場の創設。

〇 木与の棚田で開催した「田植え体験」では町外の方の参加もあり、新たな交流が生
まれるとともに、地域の活性化が図れた。

き よ

14
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株式会社秋川牧園

年２回実施する、飼料用米検討視察会の様子 平成28年に完成した飼料用米保管タンク350ｔ×2基

経 緯

○外国産飼料が体勢を占める中、
安心安全な国産飼料の自給を目
指して、平成21年、グループによ
る飼料用米栽培の取組をスタート
した。

○当初、農家の賛同を得られるかは
未知数だったが、専用品種モミロ
マンの力強さに表情が一変。農家
の強いモチベーションに支えられ、
取組は徐々に広がっていった。

取組内容

○地元農家に呼びかけ飼料用米生産のネッ
トワークを形成。グループで共励会やコンテ
ストに参加し、栽培技術向上、生産意欲拡
大に努めている。

○食料自給率向上に向けて、飼料用米の生
産拡大に加え、外国産とうもろこしから飼料
用米へ転換を進めている。

○耕畜連携の取組により、飼料用米生産のコ
スト低減と、理想的な地域資源循環を実践
している。

活動の効果

○グループで飼料用米生産に取り組むことにより、お互いが切磋琢磨され、グループ
の平均反収は、全国平均を大きく上回り、農家の所得向上に寄与するとともに、農地
の保全や食料自給率の向上にも貢献している。

○飼料米作付面積も順調に増加し、当面の目標としていた120haを達成した。
○畜産事業者が主導しグループで飼料用米に取り組む例は珍しく、全国各地から視察
団が訪れている。

山口市仁保下郷317 Ｔｅｌ：083-929-0630

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山口市

取組から10年目の節目を迎え、飼料の自給率向上に向けて、引き続き農家相互の
技術継承の取組を継続し、更なる生産拡大に努めたい。

～元気な飼料用米生産者と実現した地域循環～

あきかわ

その他（国産飼料の活
用、堆肥の循環を含
めた耕畜連携

自然・景観・
伝統・継承

やまぐちし15

URL:https://www.akikawabokuen.com/

- 22 -



農事組合法人 うもれ木の郷

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県阿武町

ぎ さと

あぶちょう16

○平成９年２月山口県第１号の農
事組合法人うもれ木の郷を設
立。

〇現在は、水稲、大豆の増収及
び薬草の生産により経営安定
を図る。

○女性の余剰労力を活用し、高
齢者の生き甲斐がある地域づ
くりを考え、活動目標に「加工・
生産・環境・交流」を掲げ活動。

○「加工」では、生産した大豆と海水を使った豆腐
や、この地域にしか生息しない無角和牛を用い
た和牛ウインナー等を製造。

○「生産」では、エコファーマー認証を受け、エコ米、
有機ＪＡＳ米等の安全・安心な農産物の生産。

○「環境」では、仲間づくりの第一歩として花いっ
ぱい運動に取組む。

○「交流」では、山口大学剣道部の学生や、取引
先スーパーの社員を招き、地域住民と農業体
験。また、近隣の小学校から親子を招き、地域
住民と農業体験を行う「こどもらぼ」を開催。

阿武郡阿武町大字宇生賀911番地 Ｔｅｌ：08388-5-5000URL：http://umoreginosato.or.jp

○加工品づくりは、コミュニケーションが図れる仲間づくりの場であり、地域の特産品開
発にも役立ち、販売することで地域活性化に役立っている。

○花いっぱい運動を通じて、新規定住家族の奥様方も地域に溶け込む事ができた。

○交流の場が増えたことで、鯉のぼり祭り、じゃがいも掘り体験など女性が主導で実施
するイベントも立ち上がり、より交流を深める事ができた。

～ 地域を守る！女性と共に６次産業化めざして ～

山口大学剣道部学生と水田で草取り女性、高齢者による豆腐づくり

6次産業化 女性・高齢者
の活躍

自然・景観・
伝統・継承

米価の大幅な下落は、水稲中心の農家には死活問題です。安定した経営をする為に
も農家自身が連携を図り、立ち上がらなければならない時期です。
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須金ぶどう梨生産組合

若手農家中心の生産組合員 ふれあいプラザ須金の外観

経 緯

○周南市須金地域は、ぶどう・梨の
産地であり収穫期には、県内外か
らの観光客で賑わいを見せている。

〇須金ぶどう梨生産組合が中心とな
り「ふれあいプラザ須金」を設立し、
ぶどう・梨をはじめ地元の野菜など
の販売を行っており、総称として
「須金フルーツランド」と呼ばれてい
る。

取組内容

○ふれあいプラザ須金は、ぶどう・梨、野菜等
を販売する地域の販売拠点となっている 。

〇全ての農園は、土作りにこだわり、農薬等
をできるだけ控えた環境に優しい農業に取
り組み、エコやまぐちの認証を受けている。

○特産品の巨峰ワインは、須金産巨峰を原
料として委託製造し、地元の酒販組合・農
業・商業・行政が連携して販売・流通ルート
を開拓している。

活動の効果

○果樹産地として地域のブランド力が向上し、多くの観光客から新たなニーズが生まれ、
地元野菜の販売、弁当やパンの製造・販売も行われ、巨峰ワインも人気を集め、観
光農園を中心とした取組が地域の活性化に繋がっている。

○ふれあいプラザ須金が直接販売、産地直送をサポートすることで、各農園は、生産
に力を入れることができること、組合が細かな規定を設けていないことなど、園主の
若返りが進んでいる。

周南市金峰西中原2751-1 Ｔｅｌ：0834-86-2000

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周南市

毎年、５月上旬に開催する農ガニックイベントは、親子で自然や生物とふれあい、驚き
を共有することで、親子の新たなコミュニケーションが生まれるイベントとなっています。

～なしとぶどうの観光農園が元気に40年以上つづくその秘訣とは～

すがね なし

移住・定住
国内観光客の
誘致

しゅうなんし

17 農林漁業・農山
漁村文化体験

URL:http://www.sugane-fl.net/
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静食品株式会社

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県下関市

しずか

しものせきし18

○獣害による農作物の被害が大きくな
り、その防止のため、猟友会が駆除に
あたったが、処理施設がなく大半が廃
棄。
○平成25年４月より、下関市中山間地
域ジビエ有効活用拠点「みのりの丘ジ
ビエセンター」の指定管理業者に指定
され、平成28年４月より指定管理２期
目。

○ジビエセンター開設と同時に指定管理業
者としてイノシシ・シカの処理を開始。
○施設で解体したジビエを自社で食肉加工
し、ウインナー等加工品を製造販売。
○ジビエのブランド化による販路拡大を目指
し、ポスターによる啓発や、地元をはじめ、

首都圏での販売促進を強化。

下関市椋木町三丁目13番18号 Ｔｅｌ：083-231-4734

長州ジビエのブランドを広く浸透させるとともに、本当に美味しいオリジナル製品の開
発を進め、本州最西端のジビエとして、広くアピールしていきます。

○センターに持ち込めば処理してくれるという猟友会の信頼を獲得。センターでの鹿、猪
の処理頭数は、552頭から717頭に増加（Ｈ25→Ｈ29）。
○積極的なPR活動により、ジビエに対する評価が高まり販売も好調に推移。食肉・加工
品の売上は、577万円から1,400万円に増加し、販売先も20件から70件へ増加 （Ｈ25
→Ｈ29）。

～ 長州ジビエを日本一のジビエブランドに！ ～

鳥獣被害防止
地元食材の
提供・活用

6次産業化

長州ジビエのくんせいとウインナー
長州ジビエ紹介ポスター 平成30年維新150周年記念

下関ブランド認定証

URL：http://shizuka.jp/index.html
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山口おいでマルシェ実行委員会

ワークショップの様子

経 緯

○中山間地域における、人口過疎化や限
界集落化、地域産業衰退などの課題に
対し、多面的、かつ、継続的に地域を底
上げするため、地域の高齢農家や女性
小規模事業者の自立を目指し、市内の９
事業者で「山口おいでマルシェ」を平成２
７年１１月に立ち上げ。

取組内容

活動の効果

○若手農家が、売上や顧客ニーズを高齢農家に伝え、多収に繋がる技術や経営知識
を高齢農家から受け継ぐことで、密度の高い交流を構築。

〇それぞれの事業者には、大きな袋を持参しマルシェに通い続けるリピーターも増加。
また、来訪する女性が増加し、その口コミで更に来場者が増えるなど、事業者にも活
気が生まれ、新たな潮流、大きな経済効果を創設。

〇平成30年には、県外農業者の参加もあるなど、出品者が３年間で９事業者が３０事
業者に増加。

山口市徳地堀1817 Ｔｅｌ： 0835‐52‐0026

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県山口市

交流できる環境の整備を行い、様々な出会いと人々との交流が受け入れられる地
域マルシェトへと発展させたい。山口おいでマルシェ開催場所「山口市中央公園」

～地域おこしは1日にしてならず！～

やまぐち

女性・高齢者
の活躍

農林漁業・農山
漁村文化体験

やまぐちし19 ６次産業化

マイバック持参で毎月を楽しみに来場するリピーター

〇マルシェにおいて、地域特産の椎茸、
自然薯、南部野菜等を販売し、地域農
産品の認知度向上を企画。
〇積極的に女性事業者の参加を進め、
地域住民との交流を促進。
〇若手農家が、高齢農家の商材を集
め代理販売するシステムを構築。
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民泊に参加した韓国の高校生たち 小学生が郷土料理作りに挑戦中

経 緯 取組内容

活動の効果

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県長門市

～誇りをもって住み続けたいと思える地域に！～

医療・福祉
ながとし

20 自然・景観・
伝統・継承

○温泉業の斜陽化と集落の過疎高齢
化に伴う、地域活力の衰退をきっか
けに、地域の有志が中心となり平成
16年に俵山グリーンツーリズム推進
協議会を設立。

〇平成20年度「子ども農山漁村交流
プロジェクト」のモデル地域として、
全国50箇所の一つに選定。

〇平成21年、活力ある地域づくり等を
目指し本組織を設立。

ラグビーワールドカップのキャンプ地に内定したこともあり、山口県のみならず日本・
世界へ俵山の良さについて情報発信し、来訪者の増加・温泉街のかつての賑わいを
取り戻すよう努力し、俵山地域の活性化を目指しています。

福祉事業を始め、環境整備、産業振興、農泊など多岐にわたる活動により、地域内
にも取組が徐々に浸透し、他地域に情報発信をすることで来訪者も増加。
本地域は他の中山間地域と同様に過疎化が進行していたが、地域住民の取組が功
を奏し、近年は移住して暮らし始める家族もあり、俵山地域の活性化に手応えを実感。

○「スクールバス運行」や「公共交通空白地有
償運送」、「デイサービス」や「食の自立支
援」、幼稚園の「給食」など、地域住民の生
活の利便性を確保する活動。

○小学生や中学生・高校生を対象に、農業体
験や郷土料理作り、ウォーキングなど地域
ならではの取組を取入れた民泊・農業体験。

○豊かな風景を残す里山に栄えた温泉地域と
いう特徴を活かしたイベントや農村維持の
ための共同活動の取組。

特定非営利活動法人 ゆうゆうグリーン俵山

農泊

長門市俵山4497番地 Ｔｅｌ：0837-29-5070URL：http://tawarayama.jp

たわらやま
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地域活性化研究協議会

地域祭での清掃活動 神楽の説明

経 緯

○環境や資源の問題が深刻となる中、人間
が自然を離れては生きられないことに気
がつき、人間生活のあり方を変えて行くこ
とを感じた。これまで課題となってきた自
然環境への「無関心」、人間への「不信
感」などを解消するため、自然環境を通し
て人類共生を目指す。

〇１１人のグループで「地域活性化のため
の活動」を始め、平成１７年４年に研究会
を設立。

取組内容

○婦人部を中心に地域の郷土料理で
ある豊かな食材を生産するため、
農地を積極的に活用し、遊休地解
消に取り組むとともに、朝市を開催。

○観光活動の推進（天然記念物の西
浦エヒメアヤメ自生南限地帯）。

○文化伝統活動「地域のはなし」の掘
り起し。

活動の効果

防府市田島3078 Ｔｅｌ： 0835‐29‐1424

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県防府市

地域資源を生かした観光ツアーPR、天然記念物の西浦エヒメアヤメ自生南限地帯は
オススメです。約１０日間（４月下旬～５月上旬）が見頃です。皆さん来年、ぜひ遊び（見
学）にきて下さい。

～自然環境の保護等を通じて人類共生～

学生・若者の
活躍

自然・景観・
伝統・継承

ほうふし21 女性・高齢者
の活躍

○地域の伝統行事、郷土料理、交流行事を展開することにより、地域全体に活気、信
頼感が醸成されている。（子どもから老人までの幅広い世代の交流）

〇「地方創生を実現しよう」とする気運が醸成。
〇地域の若者達（40代・50代）に今後のイノべーション（連携・流動・交わり・結びつく）
活動をまかせられる。倫理の継承「秩序、組織等」（「若者への継承」）。
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移住者・障害者施設との共働の枠組造り 生産風景／ブルーベリーの摘みとり体験

経 緯

○平成19年、瀬戸内の島で６次産業型
ジャム屋をIターンし起業。

○生産現場に近いからできる旬の素材を
使用した新しい発想のジャム作りを目指
すなか、島の現状（高齢化率日本一の
島・一次産業の衰退）に危機感。

○ジャム製造を通して地域にできること、
ジャム販売の枠を飛び出してやるべきこ
とを地域の中で実践。

取組内容

○連携農家での加工用果実栽培と高
価買い取りによる地域の経済循環。

○耕作放棄地の再開墾や農地中間管
理機構の利用で耕地面積を拡大。

○障がい者支援施設と連携し、働く場
を提供。

○ＵＩターン支援の他、移住者のアイデ
アや知識を島の方々と共有し、新た
な事業を創出。

○独自イベントによる島外からの集客。

活動の効果

○連携農家は創業当時の8軒から62軒に増加、ジャム生産は3万2千瓶から65万瓶に
増加し、地域の農家所得の向上と雇用に寄与。
○農地中間管理機構等の利用で耕地面積を拡大し、約180種類のジャムを生産。
○観光・６次産業の取り組みが移住起業のモデルとして注目され、移住起業者が増加。
〇果実生産者と連携し付加価値の高い製品づくり。

大島郡周防大島町日前331-8 Ｔｅｌ：0820-73-0002

応募団体からのアピール・メッセージ

山口県周防大島町

大量生産型の農業分野で勝てない地域（中山間地や島しょ部）での産業のつくり方の
１モデルとして情報発信をおこない、里山資本主義コンソーシアムの設立など、持続可
能な地域づくりに向けて世界中の人々へ日本の地方の躍動と魅力を発信していく。

～人の繋がりが地域資源～

すおうおおしまちょう

６次産業化移住・定住
国内観光客の
誘致

ＵＲＬ：http://www.jams-garden.com/

お お ど う り む く さと

株式会社 瀬戸内ジャムズガーデン
せ と う ち
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